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報道関係各位 

 
 
 

2018 年 10 月 29 日 
株式会社伊豆シャボテン公園 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伊豆シャボテン動物公園では、2018 年 11 月 17 日（土）～2019 年 4 月 7 日（日）まで、当園を代表する人気イベン

ト「元祖カピバラの露天風呂」を開催いたします。イベント期間中、平日は 13 時 30 分からの 1 日 1 回、土曜・日曜・祝日

と、冬休みおよび春休みの期間（※別紙参照）には 10 時 30 分からと 13 時 30 分からの 1 日 2 回、カピバラたちが露天

風呂に入ります。 
 
 

 
 

 

NEWS RELEASE 

“LOVE ゆ～ EVENT”が盛りだくさん♪ 
『元祖カピバラの露天風呂』開催 

お問い合わせ先：株式会社伊豆シャボテン公園 企画広報部 
TEL：0557-51-1115（代） URL：https://shaboten.co.jp/ 
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1085-4 

 

https://shaboten.co.jp/
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日 時 イベント／変わり湯 内 容 
2018.11/17(土)   10：25～ 元祖カピバラの露天風呂  

風呂開き! 
テープカットならぬカピバラによる草カット

でオープン！ 

11/17(土)、18(日)   10：30～、13：30～ みかんの湯 伊東産みかんを入れて入浴 

11/23(金・祝)～25(日)  
10：30～、13：30～ 

鬼ゆずの湯 インパクト大！巨大なゆず「鬼ゆず」を入

れたお風呂 
11/26(月)   13：30～ ～1126 いい風呂の日～ 

なべ風呂&鬼ゆずの湯 
いい風呂の日にちなみ、名物・なべ風呂

と鬼ゆずの湯を同時開催 
12/1(土)、2(日)   10：30～、13：30～ だいだいの湯 お正月飾りでおなじみの「だいだい」は 

熱海・伊東地区の特産品 
12/8(土)、9(日)   10：30～、13：30～ お茶の湯 静岡といえばやっぱりお茶 
12/15(土)、16(日)   10：30～、13：30～ レモンの湯 爽やかな香りに癒される 
12/22(土)～31(月)  10：30～、13：30～ 冬至！ゆず湯 1996 年から続く、冬の風物詩 
12/23(日)～25(火)  13：00～ カピバラのクリスマス カピバラに、大好物で作ったクリスマスケ

ーキをプレゼント 
2019.1/1(火・祝)～3(木) 

13：00～ 
カピバラのお正月 カピバラに、大好物で作った鏡もちをプレ

ゼント 
 10：30～、13：30～ 縁起の良いものづくし！招福風呂 Happy 湯～ year！ 

1/4(金)～6(日)   10：30～、13：30～ ゆず湯 おなじみのゆず湯でのんびり 
1/5(土)   13：30～ 5 園国コラボ！ 

第 7 回カピバラの長風呂対決 
各園国代表のカピバラが長風呂対決。

栄冠はどのカピバラの手に!? 
1/7(月)  13：30～  七草の湯 正月の伝統行事にちなみ、春の七草を

入れて入浴 

1/12(土)～14(月・祝)  
10：30～、13：30～ 

5 園国コラボ！行ったつもりで〇〇

風呂～特産物編～ 
各園国自慢の特産物をお風呂に入れて

旅行気分を味わう特別編 
1/19(土)、20(日)   10：30～、13：30～ 大寒！木製たまごと炭の湯 大寒にたまごを食べると金運や健康運

が上がるという言い伝えが！ 
1/26(土)、27(日)   10：30～、13：30～ きんかんの湯 甘酸っぱい香りのきんかんを入れて入浴 

2/2(土)、3(日)   13：00～ カピバラの節分 カピバラに恵方巻プレゼント 
    10：30～、13：30～ 運盛り風呂 だいこん、にんじん、れんこん、んのつく

食べ物で運気上昇♪ 
2/9(土)～11(月・祝)  10：30～、13：30～ リンゴの湯 リンゴの甘い香りが漂うお風呂 

 
 

期 間 2018 年 11 月 17 日(土)～2019 年 4 月 7 日(日) 

時 間 
平日は 1 日 1 回開催 ①13 時 30 分～14 時 30 分まで 
土日祝、2018.12/22(土)～2019.1/6(日)、      

3/21(木・祝)～4/7(日)は、1 日 2 回開催 
①10 時 30 分～11 時 30 分まで 
②13 時 30 分～14 時 30 分まで 
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日 時 イベント／変わり湯 内 容 

2/14(木)   13：00～ カピバラのバレンタインデー カピバラにハートのリンゴあげちゃおう！

先着 20 名様限定（有料：100 円） 
         13：30～ ハートのリンゴ風呂 バレンタインスペシャル！ハート型のリン

ゴを浮かべたキュートなお風呂 
2/16(土)、17(日)   10：30～、13：30～ 薬草の湯 よもぎなどの薬草を入れて健康に! 
2/23(土)、24(日)   10：30～、13：30～ バラの湯 バラの芳香に思わずうっとり♪ 
3/2(土)、3(日)    13：00～ カピバラのひなまつり カピバラに、大好物で作ったひし餅をプレ

ゼント 
 10：30～、13：30～ 桃の花風呂 桃の節句にちなみ桃を入れて入浴 

3/9(土)、10(日)   10：30～、13：30～ つばきの湯 つばきは地元・伊東市の花木 
3/14（木)   13：00～ カピバラのホワイトデー カピバラにハートのリンゴあげちゃおう！

先着 20 名様限定（有料：100 円） 
 13：30～ ハートのリンゴ風呂 ホワイトデースペシャル！ハート型のリン

ゴを湯船に浮かべてキュートに 
3/16(土)、17(日)、21(木・祝)  

10：30～、13：30～ 
洋らんの湯 洋らんを浮かべたゴージャス風呂 

3/23(土)、24(日)   10：30～、13：30～ 菜の花の湯 春本番!目にも鮮やかな菜の花風呂 
3/30(土)、31(日)   10：30～、13：30～ ハーブの湯 ハーブの香りも楽しんで♪ 
4/6(土)、7(日)   10：30～、13：30～ 2018‐19 シーズン いよいよフィナ

ーレ！なべ風呂&さくらの湯 
桜を入れて入浴。今シーズンのフィナー

レを飾るなべ風呂も同時開催 
※イベントの内容・スケジュールなどは動物の体調や天候等により、変更・中止となる場合があります。 

 
 

 

※イベント内容は、予告なく変更になる場合があります 

★THEME of “LOVE ゆ～ EVENT”★ 
知っていましたか？カピバラの肉球は逆ハート型なんです 

逆さまのハートは「猪
い

の目
め

」と呼ばれ日本では魔除け、招福の意味があります 
タイトル 内 容 

★癒しのアイテム登場★ 
数量限定！ 
「元祖カピバラの露天風呂 BINGO」 

このカードを持って、湯ったりまったりぶらぶらと散策♪ 
ビンゴの達成感を楽しみながら、 
普段気がつかないカピバラたちの行動や、 
もしかしてレア？なシーンに目を向けてみませんか。 
（有料／ビンゴ達成でプチプレゼントあり♪） 
【販売場所】入園窓口、アニマルボート受付、アニマルマート 

★カピバラ × ハート ＝ HAPPY★ 
ハートの絵馬を飾っちゃおう♪ 

クリスマス期間より「ハートの絵馬」の販売をスタート！願い事や愛の誓いを書

いて「カピバラの露天風呂」前の特設エリアをハートでいっぱいにしましょう♪ 
【販売場所】アニマルボート受付、アニマルマート 

★“カピバラの露天風呂”オリジナル登場★ 
①オリジナル SNACK&CANDY 
 
 
②期間限定！カピバラメニュー 

①クッキー、マシュマロ、BIG おせんべいなど… 
カピバラの露天風呂バージョンのお菓子が登場！ 
おみやげはカピバラグッズで決まり！ 
【販売場所】アニマルマート 
②期間限定！冬はぽかぽかあったか鍋メニュー♪ 
【場所】森のどうぶつレストラン GIBBONTEI 

★LINE de 友だち★ 
LINE@ 伊豆シャボテン動物公園グループ 

お友だち登録キャンペーン 

友だち登録をしてキャンペーン画面を入園窓口にて提示すると、ハートの絵

馬を 1 つプレゼント！※1 画面につき 1 名様 1 回限り有効  
【期間】2018.12/1(土)～12/25(火)、2019.2/1(金)～3/14(木)  
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当園では、1966 年からカピバラの飼育を始めました。52 年前の当時は国内ではまだとても珍しい動物でした。 
1982 年の冬、飼育スタッフがお湯を使ってカピバラの展示場を掃除していたところ、湯だまりに足や尻を浸けて

くつろぐカピバラたちの姿に気づき、偶然に風呂好きなことを発見しました。以来 36 年間、毎年「カピバラの露天

風呂」を開催し、現在では“伊豆の冬の風物詩”として多くの人々に親しまれています。 
毎年冬至の時期に開催する「カピバラのゆず湯」は、今から 22 年前の 1996 年の子年からスタートしました。 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

カピバラ露天風呂のカピバラファミリー 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

※カピバラの体調により、展示場での運動や入浴を控える場合があります 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
露天風呂オープニング「草カット」        「鬼ゆずの湯」              「七草の湯」              「ハートのリンゴをあげちゃおう」 

 

 DATA 
【英名】Capybara 
【学名】Hydrochoerus hydrochaeris 
【分類】齧歯目（げっしもく）テンジクネズミ科 
【分布】南米アンデス山脈の東側 
水辺近くの茂みや林に生息 
【メモ】齧歯目（ネズミの仲間）の中で最も大きく、 
体長 100cm～130cm、体重 50kg になる。 
 

がんも 
キントキ 
白玉 
こんぶ 
ブナ 
なめこ 
ちゃんこ 
チゲ 

2013.11.2 生 
2013.5.28 生 
2015.4.22 生 
2016.4.16 生 
2017.9.27 生 
2017.9.27 生 
2018.4.23 生 
2018.4.23 生 

オス 
メス 
メス 
オス 
オス 
オス 
メス 
メス 

体長 85cm 
体長 100cm 
体長 70cm 
体長 72cm 
体長 52cm 
体長 55cm 
体長 50cm 
体長 48cm 

体長 52kg 
体長 60kg 
体長 40kg 
体長 43kg 
体長 25kg 
体長 28kg 
体長 23kg 
体長 18kg 

 
 

〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1317-13 TEL：0557-51-1111（代） URL：https://izushaboten.com/  
営業時間：〈3 月～10 月〉9：00～17：00、〈11 月～2 月〉9：00～16：00、年中無休 
入園料金：中学生以上 2,300 円、小学生 1,100 円、幼児（4 歳以上）400 円 

https://izushaboten.com/

